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仮採用薬の正規採用 ＊平成30年6月以前の薬事委員会にて仮採用が決定した薬剤について審議
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科 備考

1 内 カルグート錠5 デノパミン錠 5mg1錠 田辺三菱 32.0 循環器内科 中止切替：ラジレス錠150mg

2 注 ナルベイン注2mg ヒドロモルフォン塩酸塩注射液
2mg1mL1
管

第一三共 725.0 麻劇処 緩和ケア内科 中止切替：モルヒネ塩酸塩水和物

3 注 ナルベイン注20mg ヒドロモルフォン塩酸塩注射液
20mg2mL
1管

第一三共 6,340.0 麻劇処 緩和ケア内科 中止切替：2mg規格と併せて採用することで一増とみなす

4 内 オキシコンチンTR錠5mg
オキシコドン塩酸塩水和物徐放
錠(2)

5mg1錠 塩野義 134.7 麻劇処 緩和ケア内科 ※中止切替は『オキシコンチン錠5mg』で承認済

5 内 オキシコンチンTR錠20mg
オキシコドン塩酸塩水和物徐放
錠(2)

20mg1錠 塩野義 468.8 麻劇処 緩和ケア内科 ※中止切替は『オキシコンチン錠20mg』で承認済

以上を正規採用とする。

仮採用薬の正規採用 ＊平成30年6月以前の薬事委員会にて仮採用が決定した薬剤について審議
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科 備考

6 注 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 ロクロニウム臭化物注射液
50mg5mL
1瓶

富士製薬 413.0 毒処 薬剤部 ※中止切替は『エスラックス静注50mg/5.0mL』で承認済

7 注 ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」 ドブタミン塩酸塩注射液 100mg1管 ファイザー 240.0 劇処 薬剤部 ※中止切替は『ドブトレックス注射液100mg』で承認済

以上を正規採用とする。

院内削除（中止切替）
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分

1 内 ラジレス錠150mg アリスキレンフマル酸塩錠 150mg1錠
オーファン
パシフィッ

125.0 処

2 内 モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ塩酸塩水和物 1g 2203.0 麻毒処

院外登録
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

1 内 エフィエント錠2.5mg プラスグレル塩酸塩錠 2.5mg1錠 第一三共 196.5 処 循環器内科

2 内 オゼックス錠小児用60mg
トスフロキサシントシル酸塩水和
物錠

60mg1錠 大正富山 138 処局 耳鼻咽喉科

3 注 シンポニー皮下注50mgシリンジ ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット
50mg0.5m
L1筒

田辺三菱 121527 劇処 リウマチ科
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限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用24件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は10件。
NO 区分 商品名 　 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

1 注 献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL
ポリエチレングリコール処理人免
疫グロブリン注射液

5g100mL1
瓶

日本血液
製剤機構

38547 処 神経内科

2 注 オプジーボ点滴静注20mg
ニボルマブ(遺伝子組換え)注射
液

20mg2mL
1瓶

小野 57225 劇処 皮膚科

3 注 オプジーボ点滴静注100mg
ニボルマブ(遺伝子組換え)注射
液

100mg10
mL1瓶

小野 278029 劇処 皮膚科

4 注 キイトルーダ点滴静注100mg
ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)
注射液

100mg4m
L1瓶

MSD 364600 劇処 呼吸器内科

5 注 キンダリー透析剤AF3号 人工透析液(2-9)
6L1瓶

扶桑 2196 処 腎臓内科

6 外 グラナテック点眼液0.4% リパスジル塩酸塩水和物液 0.4%1mL 興和 449.3 処 眼科

7 注 コアベータ静注用12.5mg ランジオロール塩酸塩注射用(2)
12.5mg1
瓶

小野 2709 劇処 放射線科

8 注 コアベータ静注用12.5mg ランジオロール塩酸塩注射用(2)
12.5mg1
瓶

小野 2709 劇処 放射線科

9 注 ゾレア皮下注用150mg
オマリズマブ(遺伝子組換え)注
射用

150mg1瓶
ノバルティ
ス

45578 劇処 アレルギー科

10 注 タイロゲン筋注用0.9mg
ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子
組換え)筋注用

0.9mg1瓶 サノフィ 105788 処 放射線科

11 注
治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」スギ花粉200JAU/mL

標準化スギ花粉エキス注射液 2mL1瓶 鳥居 4320 処 アレルギー科

12 内 デザレックス錠5mg デスロラタジン錠 5mg1錠 杏林 65.5 処 耳鼻咽喉科

13 注 デノシン点滴静注用500mg ガンシクロビル静注用 500mg1瓶 田辺三菱 12079 毒処 神経内科

14 外 ニュープロパッチ18mg ロチゴチン貼付剤 18mg1枚 大塚製薬 978.6 劇処 神経内科

15 内 ビムパット錠50mg ラコサミド錠 50mg1錠 第一三共 215.2 劇処 脳神経外科

16 注 ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
アダリムマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(2)

40mg0.4m
L1キット

エーザイ 62596 劇処 リウマチ科

17 注 ファセンラ皮下注30mgシリンジ
ベンラリズマブ(遺伝子組換え)
キット

30mg1mL
1筒

アストラゼ
ネカ

351535 劇処 アレルギー科

18 内 フィコンパ錠2mg ペランパネル水和物錠 2mg1錠 エーザイ 189.7 処 脳神経外科

19 内 ホスリボン配合顆粒
リン酸二水素ナトリウム一水和
物・無水リン酸水素二ナトリウム

100mg1包
(リンとし

ゼリア 70.5 処 小児科

20 内 ホスリボン配合顆粒
リン酸二水素ナトリウム一水和
物・無水リン酸水素二ナトリウム

100mg1包
(リンとし

ゼリア 70.5 処 救急科

21 内 メタライト250カプセル トリエンチン塩酸塩カプセル
250mg1カ
プセル

ツムラ 288 劇処局 神経内科

22 注 ヤーボイ点滴静注液50mg
イピリムマブ(遺伝子組換え)注射
液

50mg10m
L1瓶

BMS 485342 劇処 皮膚科

23 内 ラコールNF配合経腸用液 経腸成分栄養剤(9-2)液 10mL 大塚工場 7.3 消化器内科

24 内 レブラミドカプセル5mg レナリドミド水和物カプセル
5mg1カプ
セル

セルジー
ン

9339.5 毒処 血液内科
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